平成 30 年度生物多様性保全推進支援事業公募要領（二次公募）
１．事業の目的
地域における生物多様性の保全再生に資する取組等に必要な経費の一部を国が交付することにより、
地域における先行的・効率的な活動を支援し、国土全体の生物多様性の保全再生を着実に進めることに
より自然共生社会づくりを推進する。
２．事業の概要
自然共生社会づくりを着実に進めていくため、下記交付対象事業のいずれかに合致する活動等であっ
て、地域における生物多様性の保全再生に資する取組等に必要な経費の一部を国が交付する。
なお、交付金を充てることのできる割合及び交付対象経費の区分及び内容は別表１及び２のとおりと
する。ただし、当該区分に係る実支出額が大臣の定める基準額より少ない時は、その実支出額とする。
３．事業の要件
国の生物多様性保全施策の観点から保全対策推進の必要性が高い事業であり、次の（１）～（２）
に掲げる各交付対象事業のうち、いずれかの項目に該当すること。
(１) 国内希少野生 種の保存法に基づく国内希少野生動植物種について、動植物園等が実
動植物種生息域 施する種の保存に資する飼育・繁殖・野生復帰の取組等
外保全
(２)国内希少野生動 種の保存法に基づく国内希少野生動植物種について、地方公共団体や
植物種保全
特定非営利活動法人、民間事業者等が主体的に実施する分布状況調査・
保全計画策定、生息環境改善等
ただし、次に該当する場合は、交付金の対象とならない。
① 地方公共団体以外の機関、団体等からの委託、補助、助成等を受けることとなる事
業（他の助成金等と本事業による交付金の充当範囲が明確に分離できる場合を除く）
② 収益を目的とした事業
③ 宗教的又は政治的宣伝意図を有する事業
４．公募対象者
公募の対象は、交付対象事業ごとに、次のとおりとする。
(１) 国内希少野生動植物種生 動物園、植物園、水族館、昆虫館又はこれらに類する施設（野
息域外保全
生動植物の生きている個体の販売若しくは貸出し又は飲食
物の提供を主たる目的とするものを除く。）の設置者又は管
理者※１
(２) 国内希少野生動植物種保 地方公共団体、第三セクター、民間事業者（法人に限る）、
全
公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、
特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法
人、独立行政法人若しくは地方独立行政法人又は法人格を有
さない団体であって自然環境局長が特に必要と認めるもの
（以下、「特認団体」という。）
（地方公共団体以外の者が応募者である場合は、地方公共団
体の長又は地方環境事務所長若しくは自然環境事務所長（以
下、「地方公共団体又は地方環境事務所等の長」という。）
が事前に適切な活動であるとして確認したものに限る。）
※１ 設置又は管理運営を行う地方公共団体、第三セクター、民間事業者（法人に限る）、公益
社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、国立大学法人、
公立大学法人、学校法人、独立行政法人又は地方独立行政法人とする。
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５．事業期間及び交付金対象期間
事業期間は、交付対象事業ごとに、次のとおりとする。
(１) 国内希少野生動植物種生息域外保全
原則３年間以内
(２) 国内希少野生動植物種保全
６．採択の方法
書類選考により対象を絞った後、「生物多様性保全推進支援事業審査委員会」による別表３の
審査基準に沿って行う審査により採択事業を決定する。採択決定の審査に当たっては、必要に応
じてヒアリングの実施や追加資料の作成・提出等を求める場合がある。
なお、審査結果については、ホームページ等を通じて公表する。
７．応募書類及び提出方法
（１）応募の方法
別添の応募申請書様式１及び２に必要事項を記入・押印の上、郵送または持参により、応募
者の事業対象地域を所管する各地方環境事務所等(別添「提出先一覧」参照)に２部提出すると
ともに、別途電子メール（shizen-kishoshu@env.go.jp あて）にて電子ファイルを送付するこ
と。（電子ファイルは押印不要）
なお、交付対象事業（２）国内希少野生動植物種保全のうち、地方公共団体以外の者が応募
者である場合は、活動を行う予定の地域の地方公共団体又は地方環境事務所等と応募前に調
整し、様式３が別途地方公共団体又は地方環境事務所等の長から提出されること。
○提出先：環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室
○電子メール：shizen-kishoshu@env.go.jp
電子メールの表題は、「生物多様性保全推進支援事業応募書類（応募者名）」等とし、応募
書類の提出であることが分かるようにすること。
（２）応募書類の受付期間
平成 30 年６月 19 日（火）から７月 19 日（木）まで
受付期間以降に到着した書類のうち、遅延が当方の事情に起因しない場合は、応募書類とし
て受け付けない。
８．その他の留意事項
（１）採択後、交付決定等の手続きが必要となる。交付決定等に当たっては交付要綱に基づき更に
詳細な審査を行うことになる。なお、事業期間にかかわらず、交付決定は毎年度行う必要があ
る。
（２）事業の交付決定前の活動については交付の対象とはならない。
（３）交付金の支払は原則として実績報告書の提出後とする。

９．問い合わせ先
環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室
TEL：03-5521-8353 FAX：03-3581-7090
E-mail：shizen-kishoshu@env.go.jp
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１０．スケジュール（予定）
○ ６月 19 日：
○

７月 19 日：

○

７

月

中：

○

８

月

中：

公

募

開

始

締

め

切

り

審

査

採択事業の内示・公表

１１．実施スキーム
応募
内示
内示結果公表

国
（環境省）

交付金の交付申請
交付金交付決定通知
事業実施
交付金事業の実績報告書
交付金交付額決定通知
交付金精算払請求書
支

払

協議会の活動報告
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協議会等の
交付対象事
業実施者

別表１

交付対象経費及び補助率

１ 交付対象事業

２ 交付対象経費

３ 基準額

４ 交付率

(１) 国内希少野生動植物

交付金事業を行うために

大臣が承認

１種につき 200 万円

種生息域外保全

必要な諸謝金、

した額

を上限とする定額

旅費、備品費、消耗品
(２) 国内希少野生動植物
種保全

費、印刷製本費、

①分布状況調査及び

通信運搬費、借料及び損

保全計画検討（初年

料、会議費、賃金、

度のみ）については

雑役務費、資材購入費

250 万円を上限とする
定額
②生息環境改善等に
ついては 150 万円を
上限とする定額
なお、初年度に①
及び②を同時に実施
する場合においても
250 万円を上限とする
定額とする。
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別表２

交付対象経費の区分と内容

経費区分
１ 諸謝金

内容
講師、専門家等の招聘、原稿執筆に対する諸謝金にかかる経費をいい、目的、内容、
人数、単価及び金額がわかる資料を添付すること。

２ 旅費

航空機、鉄道、バス、船等の運賃、交通費、日当及び宿泊に要する経費をいい、目
的、人数、単価、回数及び金額がわかる資料を添付すること。

３ 備品費

概ね単価５万円以上で、反復利用に耐える物品や機器の購入等に要する経費をい
い、使途目的、品目、単価、数量及び金額がわかる資料を添付すること。

４ 消耗品費

概ね単価が５万円未満の物品や機器であって、おもに消耗される物品の購入等に要
する経費をいい、使途目的、品目、単価、数量及び金額がわかる資料を添付するこ
と。

５ 印刷製本費

資料等の印刷、製本、写真焼付、図面焼増等に要する経費をいう。

６ 通信運搬費

郵便料、電話料、配送業務、その他通信運搬に要する経費をいう。

７ 借料及び損料

車両、会場、機器類等の使用賃借、光熱水費、借入金の金利支払い等に要する経費
をいい、目的、賃借期間、単価、回数及び金額がわかる資料を添付すること。

８ 会議費

会議、作業等の際の茶菓等に要する経費をいい、使途目的、品目、単価、数量及び
金額がわかる資料を添付すること。

９ 賃金

日々雇用者に対する賃金支払いに要する費用をいい、雇用目的、内容、人数、単価、
日数及び金額がわかる資料を添付すること。

10 雑役務費

保険料、手数料、広告料、調査、測量の実施等、役務の対価として支払う経費をい
い、目的、役務等の内容、金額及び金額の精算の内訳のわかる資料を添付すること。

11 資材購入費

事業を実施する上で必要な資材購入等に要する経費（直接施工が困難な場合の必要
最低限の工事請負費を含む。）をいい、使途目的、品目、単価、数量及び金額がわ
かる資料を添付すること。

12 その他

その他事業に必要な経費で、自然環境局長が承認した経費。
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別表３

審査基準
項目

加点要素

１．環境省主要施策との
関連

・地方公共団体が、生物多様性基本法に基づく生物多様性地域戦略、
生物多様性地域連携促進法に基づく地域連携保全活動計画又は地域
自然資産法に基づく地域計画を策定しており、これらの計画に基づ
いて活動が実施されること。
・種の保存法に基づく確認又は認定を受けた保護増殖事業として実
施する活動であること。
・種の保存法改正法に基づく認定を受けた動植物園等であること。
（交付対象事業（１）の場合）
・環境省や地方公共団体との協定など、公的な位置づけのある活動
であること。
・その他の生物多様性の保全に関する法律に基づく計画等（別表４
参照）に基づく活動であること。

２．実施の確実性

・活動対象地域の現状や問題点を十分に把握していること。
・活動の目的を達成する手段が明確になっていること。
・経費が活動内容に対して適切であること。

３．活動の広範性

・全国的にモデルとなるようなものであること。
・事業実施主体及び事業費の規模が適正なものであること。
・国内希少野生動植物種のうちの複数種を対象とした活動であるこ
と。（交付対象事業（２）の場合）

４．活動の効果

・活動の目的と数値目標が適切に設定されていること。

５．活動の発展性

・活動の継続について見込みを立てており、支援事業終了後も組織
として活動を継続する体制があること。

６．活動の必要性

・生物多様性保全上重要な地域（重要里地里山、重要湿地、重要海
域、特定植物群落等）における活動が含まれていること。（交付対
象事業（２）の場合）
・種の保存法に基づく生息地等保護区（条例による類似の制度を含
む）における活動が含まれていること（交付対象事業（２）の場合）
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別表４

その他の生物多様性の保全に関する法律に基づく計画等は以下のとおり
法律
計画等
自然公園法
生態系維持回復事業計画（第 38 条）（国定公園のみ）
生態系維持回復事業実施計画（第 39、41 条）（法に基
づく確認・認定の対象となるもの、施行規則第 15 条
の 6、9）
風景地保護協定（第 43、45 条）
自然環境保全法
生態系維持回復事業実施計画（第 30 条の 3 関連）（法
に基づく確認・認定の対象となるもの、施行規則第 30
条の 4）
絶滅のおそれのある野生動植 保護増殖事業計画（第 45 条）
物の種の保存に関する法律
特定外来生物による生態系等 防除実施計画（第 18 条関連）（法に基づく確認・認定
に係る被害の防止に関する法 の対象となるもの、施行規則第 23 条）
律

提出先一覧
■北海道
◇北海道地方環境事務所
〒060-0808 北海道札幌市北区北８条西２丁目 札幌第１合同庁舎３階
◇釧路自然環境事務所（うち道東地方（オホーツク・釧路・根室（総合）振興局の区域等））
〒085-8639 釧路市幸町 10-３釧路地方合同庁舎４F
■東北地方（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）
◇東北地方環境事務所
〒980-0014 仙台市青葉区本町３-２-23 仙台第二合同庁舎６F
（管轄区域の特例）※
○新潟県に係る磐梯朝日国立公園の区域
○新潟県に係る国指定大鳥朝日鳥獣保護区の区域
■関東地方（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県）
◇関東地方環境事務所
〒330-6018 さいたま市中央区新都心 11-２明治安田生命さいたま新都心ビル 18F
（管轄区域の特例）※
○福島県に係る日光国立公園及び尾瀬国立公園の区域
○長野県に係る秩父多摩甲斐国立公園及び南アルプス国立公園の区域
■中部地方
◇中部地方環境事務所（石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県）
〒460-0001 名古屋市中区三の丸２-５-２
◇信越自然環境事務所（富山県、長野県）
〒380-0846 長野市旭町 1108 長野第一合同庁舎
（管轄区域の特例）※
○群馬県に係る上信越高原国立公園の区域
○新潟県に係る上信越高原国立公園及び中部山岳国立公園の区域
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○群馬県に係る国指定浅間鳥獣保護区の区域
■近畿地方（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）
◇近畿地方環境事務所
〒540-6591 大阪市中央区大手前１-７-31 大阪マーチャンダイズマート(OMM）ビル８F
（管轄区域の特例）※
○三重県に係る吉野熊野国立公園に係る区域
○鳥取県に係る山陰海岸国立公園の区域
○三重県に係る国指定大台山系鳥獣保護区の区域
■中国四国地方（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県）
◇中国四国地方環境事務所
〒700-0907 岡山市北区下石井１-４-１ 岡山第２合同庁舎 11F
■九州地方
◇九州地方環境事務所（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(奄美群島を除く)）
〒860-0047 熊本市西区春日２-10-１ 熊本地方合同庁舎４F
◇那覇自然環境事務所（鹿児島県（うち奄美群島）、沖縄県） ※平成 30 年６月中に「沖縄奄美自然環境事
務所」に名称変更予定
〒900-0022 那覇市樋川 1 丁目 15 番 15 号 那覇第一地方合同庁舎 1F

※ 国立公園及び国指定鳥獣保護区にかかる事業のうち、「管轄区域の特例」に該当する場合は、当該区域を
管轄する事務所にご提出ください。

-8-

